会社案内

Cor porate Philosophy
代表挨拶
1965 年 9 月に創業者 上見 彰男が東京都台東区

激変する経済状況の中、質より量の時代から本物

で住宅関連機器、電化製品卸販売業を始めてから

志向への移行が定着して久しい現代にあって、

50 余年当社は「経営は堅実に！」・「仕事は誠実

ユーザーニーズを的確に捉える情報力、そして物

に！」・「社員は明朗に！」をモットーにひたすら

流の安全性と信頼性が今後も課題となっていくで

精進を重ねて参りました。

あろうと考えております。当社からの的確な情報

時代の流れを敏感に捉え、本物志向を追及する専

発信、商品管理、そして充実した流通システムで、

門メーカーを中心に、小物商品も含めた幅広い商

更にステークホルダーの皆様の要望にお応えでき

品の取り扱いを推進し、つねにユーザーニーズに

る企業として価値を高めて参りたいと思います。

お応えできる企業としてお得意先、仕入先に厚い
信頼を得ていると自負しております。

代表取締役社長 木澤 宏之

社是

経営は堅

仕事は誠

社員は明

経営理念

実 に！

実 に！

朗 に！

事業ビジョン

生活関連商品を通じて人々や環境に、安全で快適

創造性豊かな商品開発の先駆者として、業界の地

な生活空間を提供し、安心と豊かな暮らしの実現

位を確立し、情報発信型の企業を目指す。

を目指し社会貢献する。

積極的に意見交換ができ、常に新しいことに挑戦

変化に対応して全てのステークホルダーと利益を

できる集団をつくる。

共有する。

総合提案型の営業力と流通サービスの向上により、

社員のスキルアップを心がけ、指導教育を充実す

継続的な発展を目指す。

る。

Corporate Profile
会社概要
商号

近代商事株式会社

所在地

本社

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 2 丁目 32 番 22 号 大塚トーセイビルⅡ3 階

電話番号

03(5396)7950( 代 )

設立

昭和 40 年 9 月1日 (1965 年 9 月1日 )

資本金

35,000 千円

事業内容

家庭用電気製品・日用品の卸売

代表者

木澤

取引銀行

みずほ銀行

宏之
駒込支店

三菱 UFJ 銀行

大塚支店

従業員数

55 名（パート・派遣を含む）

営業地域

首都圏全域を含む関東地域を中心に、北海道から沖繩まで全国地域

事務所

物流センター

本社

〒170-0013 TEL. 03-5396-7950（代表）
東京都豊島区東池袋 2 丁目 32 番 22 号
大塚トーセイビルⅡ3 階

札幌営業所

〒003-0022 TEL. 011-398-9761
札幌市白石区南郷通 14 丁目南 5 番 3 号
フローレンスキャッスル大木戸伍番館 303 号

仙台営業所

〒981-3133 TEL. 022-372-1717（代表）
宮城県仙台市泉区泉中央 1 丁目 31 番 3 号

名古屋営業所

〒453-0807 TEL. 052-471-3018（代表）
愛知県名古屋市中村区権現通 4 丁目 8 番 1 号
HP 名駅西ビル 2B

大阪営業所

関東物流センター

〒270-0124 TEL. 04-7186-7901（代表）
千葉県流山市南 319 番地 GLP ALFALINK 流山２

札幌物流センター

〒004-0839 TEL. 011-884-2268
札幌市清田区真栄 363 番地 28
北海三井倉庫ロジスティクス内

名古屋物流センター

〒452-0962 TEL. 052-857-0450
愛知県清須市春日江先 57 番
( 株 ) スワローロジックス内

関西物流センター

〒675-1311 TEL. 0794-67-2829（代表）
兵庫県小野市万勝寺町 853 番地 33

〒534-0025 TEL. 06-6354-8585（代表）
大阪府大阪市都島区片町 2 丁目 9 番 30 号
ゴールドクレスト京橋 203 号

九州物流センター

〒841-0042 TEL. 0942-84-0236（代表）
佐賀県鳥栖市酒井西町 638 番地 10
( 株 ) キョーワ鳥栖 ( 営 ) 内

福岡営業所

〒812-0046 TEL. 092-287-9015（代表）
福岡県福岡市博多区吉塚本町 2 番 20 号
ユーチャリス 21 305 号

近代サービスセンター

〒270-0124 TEL. 04-7186-7908（代表）
千葉県流山市南 319 番地
GLP ALFALINK 流山２ 近代商事関東物流センター内

きんだいプラザ
SENDAI

〒981-3100 TEL. 022-371-5455（代表）
宮城県仙台市泉区泉中央 1 丁目 31 番 3 号

His tor y
沿革
昭和 40 年

9月

台東区千束二丁目に住宅関連機器、電化製品卸販売業として創業（資本金 300 万円）

昭和 43 年

5月

文京区小石川五丁目に本社移転

昭和 46 年

12 月

昭和 50 年

2月

資本金 1,000 万円に増資

平成元年

7月

物流配送センターを足立区入谷に開設

平成 5 年

4月

仙台営業所を仙台市泉区に開設

6月

物流センターを埼玉県草加市に移転

平成 6 年
平成 13 年

豊島区巣鴨二丁目 12 番 13 号に新社屋完成

11 月

資本金 3,000 万円に増資

6月

資本金 3,500 万円に増資

11 月

本社移転

大阪営業所を大阪市都島区に開設
関西物流配送センターを兵庫県小野市に開設

平成 14 年

2月
10 月

関東物流配送センターを草加市から川口市へ移転
代表取締役社長に市楽 義弘就任
上見 彰男は代表取締役会長に就任
福岡営業所を福岡市博多区に開設
福岡物流配送センターを福岡市に開設

平成 15 年

5月

福岡物流配送センターを廃止し、九州物流センターを佐賀県鳥栖市に開設

平成 18 年

5月

近代サービスセンターを川口市に開設

7月

リフォームショップ「きんだいプラザ」を仙台市泉区に開設

3月

札幌営業所を札幌市清田区に開設

平成 23 年

札幌物流センターを札幌市清田区に開設

10 月
平成 27 年

9月
10 月

ネットショップ「ベストライフ CNK」オープン
代表取締役社長に木澤 宏之就任
市楽 義弘は取締役会長に就任
名古屋営業所を名古屋市中村区に開設

平成 28 年

1月

名古屋物流センターを愛知県清須市に開設

平成 29 年

3月

札幌営業所を札幌市白石区に移転

平成 30 年

5月

関東物流センターを千葉県流山市に移転

6月

本社を豊島区東池袋二丁目に移転
近代サービスセンターを千葉県流山市に移転

Business
事業紹介
近 代 商 事 は 家庭用電化製品を中心に
日 用 品 ま でを扱う総合商社です。

量販店、小売店などの店頭に電気・家庭用品を中心とした商品を販売しています。生活に本当
に必要な商品を揃え、メーカーの思いを販売店へ、さらにはユーザーへお届けするための事業
を展開しています。電気・家庭用品の販売を通してユーザーとメーカーの架け橋となり、皆さ
まの豊かな暮らしの支えとなることを目指します。

提案

ネットワーク

お客様が抱える悩みを把握し、
ご満足いただける商品を提案します。

物流センターとの連携で
お客様のニーズにお応えします。

近代商事では品質にこだわった数多くの商品を取り
扱っており、お客様の様々なニーズにお応えしていま
す。弊社営業マンがお話を伺い、お客様の様々なリク
エストにも柔軟に対応します。
ご要望にお応えする商品の提案はもちろん、店舗の特
徴に合わせた商品導入の提案や売り場作りの工夫、新
商品の情報提供、商品を店舗に展開した後の陳列メン
テナンスなどにも対応し、お客様の事業をバックアッ
プします。

メーカーから仕入れた商品を管理し、納品先の店舗の
状況に合わせて商品をお届けします。
お客様によって納品環境や納品のタイミングが異なる
ため、徹底した発送管理により正確で細やかな対応を
心掛けています。

Item
取扱商品

調理家電
楽しい食卓を演出をする、調理家電。毎日のことだから、
お手軽さ、利便さ、そして経済性も求められています。

理美容／健康
清潔さ、美しさ、健康であることは誰もの願いです。
そんな方をサポートするための理美容グッズや健康グッ
ズを取り扱っています。

季節家電

生活家電

一年を通して、お部屋を快適に保つには、季節に合った
温度調整が必要です。それぞれの用途に応じた製品をご
提案します。

快適な生活をおくるためにはかかせない生活家電。
最新機能のご紹介から活用法など暮らしを豊かにする
商品をご提案します。

日用雑貨品
家電の他にも暮らしに役立つさまざまなアイテムを取り
揃えています。

Client
取引先一覧
（五十音順・敬称略）
アイ・システムネットワーク株式会社
株式会社アズマ
株式会社アピックスインターナショナル
株式会社 I-ne
株式会社伊原企販
株式会社 UYEKI
SIS 株式会社
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
株式会社おおたけ
オルゴ株式会社
株式会社カップス
株式会社キシマ
キューリグ・エフイー株式会社
株式会社クマザキエイム
株式会社グリーンライフ
株式会社工進
興和光学株式会社
サーモス株式会社
株式会社三宝
自然株式会社
株式会社ジャパンギャルズ SC
株式会社シンワコーポレーション
象印マホービン株式会社
タイガー魔法瓶株式会社
ダイニチ工業株式会社
株式会社田中金属製作所
株式会社ダンロップ・ホームプロダクツ
株式会社ディーブレス
株式会社東京企画販売
株式会社トゥルニエ
株式会社トヨトミ
株式会社ドリテック
株式会社ニチネン
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社
株式会社ハーマン
バクマ工業株式会社
株式会社パロマ
ピーコック魔法瓶株式会社
日立グローバルライフソリューションズ株式会社
株式会社ベルソス
丸眞株式会社
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
メリタジャパン株式会社
山田照明株式会社
ユアサプライムス株式会社
株式会社ローネジャパン
ワタナベ工業株式会社
株式会社ワンダーシェフ

株式会社曙産業
株式会社アテックス
アンファンス株式会社
株式会社石崎電機製作所
岩谷産業株式会社
株式会社エー・アンド・デイ
FDK 株式会社
エレコム株式会社
オムロン ヘルスケア株式会社
株式会社カクダイ
株式会社カリタ
株式会社キッツマイクロフィルター
株式会社旭東エレクトロニクス
株式会社グリーンウッド
CORED 株式会社
株式会社広電
株式会社コロナ
株式会社ザ・マーチャント・オブ・ファクトリーズ
株式会社シービージャパン
シャープマーケティングジャパン株式会社
ショーワ株式会社
センタック株式会社
素数株式会社
大同日本株式会社
株式会社タツフト
株式会社タニタ
株式会社ツカモトコーポレーション
テスコム電機株式会社
東芝 LE ソリューション株式会社
東レインターナショナル株式会社
株式会社ドリームファクトリー
株式会社ナカトミ
日本ウォール株式会社
ノーリツリビングテクノ株式会社
ハイアールジャパンセールス株式会社
HARIO 株式会社
株式会社阪和
株式会社ヒーローグリーン
株式会社ヒロ・コーポレーション
マクセル株式会社
株式会社丸隆
三ツ星貿易株式会社
山佐時計計器株式会社
山本電気株式会社
UCC 上島珈琲株式会社
ロゼンスター株式会社
和平フレイズ株式会社

〒170-0013
東京都豊島区東池袋 2 丁目 32 番 22 号
大塚トーセイビルⅡ3 階
03(5396)7950( 代 )

